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1.  平成22年11月期第3四半期の連結業績（平成21年12月1日～平成22年8月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年11月期第3四半期 16,512 32.2 1,577 ― 1,598 847.6 1,060 ―
21年11月期第3四半期 12,493 ― 125 ― 168 ― △894 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年11月期第3四半期 51.68 ―
21年11月期第3四半期 △43.76 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年11月期第3四半期 28,601 19,314 67.0 928.70
21年11月期 26,387 18,692 70.3 907.61

（参考） 自己資本   22年11月期第3四半期  19,157百万円 21年11月期  18,540百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年11月期 ― 2.00 ― 4.00 6.00
22年11月期 ― 6.00 ―

22年11月期 
（予想）

6.00 12.00

3.  平成22年11月期の連結業績予想（平成21年12月1日～平成22年11月30日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 21,815 20.3 1,761 311.4 1,754 254.1 1,146 ― 56.00



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  無  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に
基づく四半期財務諸表のレビュー手続きは終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記の業績予想につきましては、現時点で得られた情報に基づいて算定しておりますが、多分に不確実な要素を含んでおります。従いまして、実際の業
績は、業況の変化などにより業績予想と異なる場合があります。なお、業績予想に関する事項については、四半期決算短信（添付資料）３ページ「連結業
績予想に関する定性的情報」をご参照ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３「その他の情報」をご覧ください。）

新規 ― 社 （ 社名 ）、 除外 ― 社 （ 社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年11月期3Q  21,787,038株 21年11月期  21,787,038株
② 期末自己株式数 22年11月期3Q  1,159,139株 21年11月期  1,359,119株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 22年11月期3Q  20,517,345株 21年11月期3Q  20,432,853株
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１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

 (1)連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、海外経済の改善や各種の政策効果等を背景

に、輸出や生産が緩やかに増加し、企業収益は回復基調で推移いたしました。しかし、依然とし

て雇用や所得環境は厳しく、海外景気の下振れ懸念や為替レート・株価の変動等が、景気の下押

しリスクの要因となり、先行きの不透明感が増加しております。 

このような状況の下で、当社グループを取り巻く環境におきましては、自動車塗料や電子材料

用途のエステル化製品、液晶・半導体材料を中心とする特殊化学品部門の電子材料分野で、引き

続き需要が回復し、販売の強化を図るとともに、効率的な生産と継続的改善によるコストダウン

等の収益改善に努めてまいりました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は165億１千２百万円（前年同期比32.2％増）、

営業利益は15億７千７百万円（前年同期比1,153.8％増）、経常利益は15億９千８百万円（前年

同期比847.6％増）、四半期純利益は10億６千万円（前年同期は四半期純損失８億９千４百万

円）となりました。 

事業の部門別の業績は次のとおりであります。 

①エステル化製品部門 

エステル化製品部門におきましては、自動車特殊塗料向けや情報関連分野向け等のアクリル

酸エステルが前年同期比141.8％、建築材料向けや粘接着剤向け等のメタクリル酸エステルは、

前年同期比159.9％と大幅に増加いたしました。この結果、部門全体の売上高は87億５千６百

万円（前年同期比43.0％増）となりました。 

②有機合成品部門 

有機合成品部門におきましては、粘接着剤向け等が前年同期比131.7％と好調に推移いたし

ました。この結果、部門全体の売上高は６億８千万円（前年同期比36.6％増）となりました。 

③特殊化学品部門 

特殊化学品部門におきましては、液晶材料や半導体材料を中心とする電子材料グループは前

年同期比137.2％と大幅に増加いたしました。化粧品ポリマーグループは前年同期比103.3％と

堅調に推移したものの、繊維用撥材等のその他ファイングループは前年同期比96.6％の微減と

なりました。医薬中間体グループは不採算製品の見直しにより前年同期比57.6％と大幅に減少

いたしました。この結果、部門全体の売上高は69億５千万円（前年同期比20.0％増）となりま

した。 

④その他部門 

その他の部門では、試薬等で売上高は１億２千５百万円（前年同期比57.3％増）となりまし

た。 

 

 

 (2)連結財政状態に関する定性的情報 

（総資産） 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比べて22億１千３百万円

増加し、286億１百万円となりました。これは、主に現金及び預金の増加によるものです。 

（負債） 

当第３四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末と比べて15億９千１百万円増

加し、92億８千７百万円となりました。これは、主に１年内返済予定の長期借入金及び未払法人

税等の増加によるものです。 

（純資産） 

当第３四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末と比べて６億２千２百万円

増加し、193億１千４百万円となりました。これは、主に利益剰余金の増加によるものです。 
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（キャッシュ・フローの状況） 

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べて17億

５千３百万円増加し、40億４千７百万円となりました。 

当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動によるキャッシュ・フローは、24億４千６百万円の増加（前年同期は12億２千２百

万円の増加）となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益及び減価償却費によるも

のです。 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動によるキャッシュ・フローは、10億５千６百万円の減少（前年同期は21億３千２百

万円の減少）となりました。これは、主に投資有価証券の取得による支出によるものです。 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動によるキャッシュ・フローは、３億６千３百万円の増加（前年同期は14億７千１百

万円の増加）となりました。これは、主に長期借入れによる収入及び長期借入金の返済による

支出によるものです。 

 

 (3)連結業績予想に関する定性的情報 

連結業績予想につきましては、平成22年６月18日公表の「業績予想の修正及び配当予想の修正

に関するお知らせ」から変更はありませんが、実際の業績は、今後の様々な要因によって大きく

差異が発生する可能性があります。今後、業績予想に関して修正の必要が生じた場合には、速や

かに開示する予定であります。 

 

２．その他の情報 

(1) 重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

該当事項はありません。 

 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

該当事項はありません。 
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3. 四半期連結財務諸表 
(1) 四半期連結貸借対照表 

(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年８月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,413,097 2,459,717

受取手形及び売掛金 6,250,269 6,032,923

有価証券 345,874 699,751

製品 1,807,848 1,529,509

仕掛品 724,448 690,704

原材料及び貯蔵品 660,217 727,684

繰延税金資産 256,078 158,673

その他 66,806 63,892

貸倒引当金 △9,006 △20,471

流動資産合計 14,515,634 12,342,385

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,645,008 4,878,521

機械装置及び運搬具（純額） 2,684,232 3,285,391

土地 2,096,113 2,096,113

建設仮勘定 88,077 4,300

その他（純額） 223,048 269,342

有形固定資産合計 9,736,480 10,533,669

無形固定資産 12,254 2,340

投資その他の資産   

投資有価証券 3,370,729 3,113,448

長期預金 300,000 －

保険積立金 261,346 253,107

繰延税金資産 248,240 60,576

その他 156,836 82,039

貸倒引当金 △4 △7

投資その他の資産合計 4,337,148 3,509,164

固定資産合計 14,085,883 14,045,174

資産合計 28,601,518 26,387,559
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年８月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年11月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,265,970 3,200,374

短期借入金 30,000 22,500

1年内返済予定の長期借入金 874,004 444,004

1年内償還予定の社債 160,000 160,000

未払金 566,244 503,482

未払法人税等 747,292 63,795

賞与引当金 202,245 17,962

役員賞与引当金 31,004 －

その他 377,346 254,948

流動負債合計 6,254,108 4,667,065

固定負債   

社債 540,000 620,000

長期借入金 1,625,151 1,500,654

繰延税金負債 8,265 8,699

退職給付引当金 149,673 136,124

役員退職慰労引当金 418,663 477,501

固定資産撤去損失引当金 280,000 280,000

その他 11,309 5,434

固定負債合計 3,033,064 3,028,413

負債合計 9,287,172 7,695,479

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,318,344 3,318,344

資本剰余金 3,300,146 3,295,397

利益剰余金 12,892,676 12,037,871

自己株式 △468,813 △549,689

株主資本合計 19,042,352 18,101,923

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 114,839 438,730

評価・換算差額等合計 114,839 438,730

少数株主持分 157,153 151,425

純資産合計 19,314,345 18,692,080

負債純資産合計 28,601,518 26,387,559
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(2) 四半期連結損益計算書 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年12月１日 
 至 平成22年８月31日) 

売上高 12,493,478 16,512,617

売上原価 10,495,276 12,639,733

売上総利益 1,998,201 3,872,884

販売費及び一般管理費   

運搬費 236,908 277,706

役員報酬 143,566 136,805

給料及び手当 315,463 325,819

賞与 － 77,975

賞与引当金繰入額 9,686 45,580

役員退職慰労金 － 2,670

役員退職慰労引当金繰入額 － 40,146

役員賞与引当金繰入額 － 31,004

研究開発費 606,662 770,996

その他 560,088 586,549

販売費及び一般管理費合計 1,872,376 2,295,255

営業利益 125,825 1,577,628

営業外収益   

受取利息 477 10,705

受取配当金 51,765 54,850

助成金収入 8,325 －

補助金収入 － 20,000

その他 16,125 23,433

営業外収益合計 76,694 108,990

営業外費用   

支払利息 23,223 33,883

為替差損 8,706 8,077

シンジケートローン手数料 － 37,241

その他 1,900 8,952

営業外費用合計 33,830 88,155

経常利益 168,688 1,598,463

特別利益   

投資有価証券売却益 10,140 146,257

受取保険金 50,829 －

その他 － 11,545

特別利益合計 60,970 157,803
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(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年12月１日 
 至 平成22年８月31日) 

特別損失   

固定資産除却損 53,047 1,214

減損損失 638,861 －

投資有価証券評価損 24,920 －

投資有価証券売却損 5,403 －

ゴルフ会員権評価損 － 1,700

異常操業損失 459,418 －

その他 3,998 256

特別損失合計 1,185,649 3,171

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△955,990 1,753,095

法人税、住民税及び事業税 12,508 761,175

法人税等調整額 △37,830 △74,251

法人税等合計 △25,322 686,923

少数株主利益又は少数株主損失（△） △36,428 5,887

四半期純利益又は四半期純損失（△） △894,239 1,060,284
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年12月１日 
 至 平成22年８月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△955,990 1,753,095

減価償却費 1,196,520 1,083,122

貸倒引当金の増減額（△は減少） △681 △11,467

賞与引当金の増減額（△は減少） 39,500 184,283

退職給付引当金の増減額（△は減少） 505 13,548

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） － △58,837

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △34,600 31,004

受取利息及び受取配当金 △52,243 △65,556

支払利息 23,223 33,883

為替差損益（△は益） 111 △0

固定資産除却損 53,047 1,214

減損損失 638,861 －

投資有価証券売却損益（△は益） △4,737 △146,257

投資有価証券評価損益（△は益） 24,920 －

受取保険金 △50,829 －

補助金収入 － △20,000

売上債権の増減額（△は増加） △32,958 △221,955

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,236,456 △244,616

仕入債務の増減額（△は減少） △433,829 65,596

その他 △409,017 79,955

小計 1,238,258 2,477,014

利息及び配当金の受取額 54,539 61,682

利息の支払額 △19,393 △30,603

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △101,904 △82,077

補助金の受取額 － 20,000

保険金の受取額 50,829 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,222,330 2,446,015

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △530,000 △300,000

定期預金の払戻による収入 200,000 500,000

有価証券の取得による支出 － △246,441

有形固定資産の取得による支出 △1,721,709 △248,776

有形固定資産の売却による収入 － 50

無形固定資産の取得による支出 － △228

投資有価証券の取得による支出 △130,413 △1,206,741

投資有価証券の売却による収入 81,369 465,120

保険積立金の積立による支出 △16,181 △18,790

保険積立金の払戻による収入 － 10,427

その他 △15,346 △10,895

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,132,281 △1,056,276
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(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年12月１日 
 至 平成22年８月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △164,500 7,500

長期借入れによる収入 2,000,000 1,050,000

長期借入金の返済による支出 △159,053 △495,503

社債の償還による支出 △80,000 △80,000

リース債務の返済による支出 － △1,260

自己株式の処分による収入 － 85,200

自己株式の取得による支出 △10 △13

新株予約権の発行による収入 － 3,777

配当金の支払額 △123,012 △205,855

少数株主への配当金の支払額 △1,450 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,471,973 363,844

現金及び現金同等物に係る換算差額 △19 21

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 562,002 1,753,605

現金及び現金同等物の期首残高 1,748,408 2,293,444

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,310,411 4,047,050
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

 

(5) セグメント情報 

 〔事業の種類別セグメント情報〕 

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年12月１日 至 平成21年８月31日）及び当第３四半期連結累

計期間（自 平成21年12月１日 至 平成22年８月31日） 

 当社及び連結子会社は有機化学工業製品の製造、販売を主業とする単一事業につき、開示基準に該当

するセグメントがありません。このため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

 

〔所在地別セグメント情報〕 

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年12月１日 至 平成21年８月31日）及び当第３四半期連結累

計期間（自 平成21年12月１日 至 平成22年８月31日） 

 本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

このため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

〔海外売上高〕 

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年12月１日 至 平成21年８月31日） 

 アジア・豪州 米州 欧州 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 1,172,564 158,424 48,311 1,379,300

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － 12,493,478

Ⅲ 連結売上高に占める海外売
上高の割合（％） 

9.4 1.2 0.4 11.0

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア・豪州・・・中国、韓国、台湾、タイ、インドネシア、シンガポール等 

(2) 米州・・・アメリカ等  

(3) 欧州・・・ドイツ、フランス、スペイン、オランダ、スイス、イギリス等 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

 

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年12月１日 至 平成22年８月31日） 

 アジア・豪州 米州 欧州 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 1,482,453 337,086 99,890 1,919,430

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － 16,512,617

Ⅲ 連結売上高に占める海外売
上高の割合（％） 

9.0 2.0 0.6 11.6

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア・豪州・・・中国、韓国、台湾、タイ、インドネシア、シンガポール等 

(2) 米州・・・アメリカ等  

(3) 欧州・・・ドイツ、フランス、スペイン、オランダ、スイス、イギリス等 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 
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(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 

 

４．補足情報 

 (1) 生産、受注及び販売の状況 

 ① 生産実績及び受注実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当社及び連結子会社は原則として見込生産を行っております。また、生産実績につきましても

当社及び連結子会社の製品は多種多様にわたり、同種の製品でも仕様が一様でなく、通常の取引

の単位が大幅に異なるものが存在するため、金額及び数量表示は妥当性を欠くので記載を省略し

ております。 

 

 ② 販売実績 

製 品 区 分 

前第３四半期連結累計期間

（自 平成20年12月１日 

  至 平成21年８月31日）

当第３四半期連結累計期間 

（自 平成21年12月１日 

  至 平成22年８月31日） 

比較増減 

 

金 額 

（千円） 

構成比 

（％） 

金 額 

（千円） 

構成比 

（％） 

金 額 

（千円） 

増減率

（％）

エステル化製品 6,125,100 49.0 8,756,389 53.0 2,631,288 43.0

有機合成品 498,052 4.0 680,497 4.1 182,445 36.6

特殊化学品 5,790,512 46.4 6,950,167 42.1 1,159,654 20.0

その他 79,812 0.6 125,563 0.8 45,750 57.3

合計 12,493,478 100.0 16,512,617 100.0 4,019,139 32.2

（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。 
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